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【事例】
　「 会 員 登 録 の 未 納 料 金 が 発
生しております。本日連絡な
き場合、法的手続きに移行し
ま す。 ア マ ゾ ン 株 式 会 社　
03- 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 」 と
いう SMS（携帯電話同士で短
文のメッセージを送受信する

「ショート・メッセージ・サー
ビス」の略称）が送られてきた。
不安になり記載の電話番号に電
話をすると「本人確認をする」
と言われ名前などの個人情報を
聞かれた後、有料動画サイトの
会費を１年間滞納しており本日
中に 296,000 円を支払うように
言われた。
　支払い方法はコンビニエンス
ストアでアマゾンギフト券を購
入し、ギフト券に記載されてい
る番号を伝えるように指示され
た。そもそも自分はアマゾンを
利用したことがない。

【アドバイス】
　アマゾンを名乗る架空請求
会社から SMS で料金請求を受
けたという相談が増えていま
す。名称はアマゾン株式会社・
Amazon カスタマーセンター・
アマゾンサポートセンター・ア

　清瀬市の面積の約 2 割は農
地で、野菜栽培が盛んです。市
民生活のなかに農業の風景がご
く自然にとけこんでいる「農（の
う）ある風景」は、清瀬市の個
性と言えるでしょう。
　「農ある風景」に磨きをかけ、
街の新たな観光スポットとして
楽しんでもらいたい。広い農地
にひまわりを咲かせてみてはど
うですか？
　こんなご提案を受けて農家の
方々と協議の結果「清瀬市農あ
る風景を守る会」が発足。この
会 を 中 心 に、 平 成 20（2008）
年から毎夏の「清瀬ひまわり
フェスティバル」が続いていま

マゾンお客様窓口などが使われ
ています。
　実在するアマゾンジャパン合
同会社は SMS でその未納料金
を請求することはなく、未納料
金の支払い方法として利用者に
ギフト券を購入させてその番号
を連絡させることもありませ
ん。電話をするとさらに個人情
報を取得されたうえで執拗な支
払い請求を受けることになりま
す。身に覚えのない料金を請求
する SMS は無視しましょう。
　また、相談者の氏名と住所が
記載された架空請求メールが届
くという相談も増えています。
何らかの手段で個人情報を入手
し架空請求をする手法は以前か
ら相談の多い架空請求ハガキ

（市報 4 月 1 日号参照）と同様
の手口です。不審な SMS など
に困惑したときは消費生活セン
ターにご相談ください。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

アマゾンを名乗る架空請求
メールに注意しましょう！ ひまわり+ひまわり+ひまわり

①そうだじゅげむきこう　夏休みス
ペシャル

日時　8月10日㈮午後2時～（開場
は午後１時30分）
費用　一般1,000円（全席自由、中学
生以下無料）
出演　三笑亭夢丸、翁家和助（太神
楽）、雷門音助
②新・目指せ名人！　天どん＋親子

どん～師匠とその弟子シリーズ
２

　立川談笑と弟子の吉笑、三遊亭天
どんとの競演です。
日時　10月２２日㈪午後７時～（開場
は午後６時30分）
費用　前売り一般２,800円・友の会
２,500円・ペア4,000円・シルバー（65
歳以上・要証明）２,２00円、当日3,000
円（全席指定、未就学児入場不可）
出演　立川談笑、立川吉笑、三遊亭
天どん
③そうだじゅげむきこう 
　和室で楽しむ落語会です。椅子席
もあります。
日時　8月２6日㈰午後2時～（開場
は午後１時30分）
費用　一般1,000円・小学生500円（全
席自由）
出演　鈴々舎馬るこ
④歌って健康！　歌声サロン
日時　8月２２日㈬・9月19日㈬午後
2時～４時（チケットの販売は午後
１時30分～、全席自由）
費用　1,000円
講師　杉山公章氏
⑤講座「ベビーマッサージ教室」
　赤ちゃんへのマッサージ。
対象　2か月～ハイハイ前の赤ちゃ
んとその保護者。先着10組
日時　8月２1日㈫午前10時30分～正
午
費用　600円（清瀬市子育て・キラ

リ・クーポン券利用可）
講師　小宮しのぶ氏
持ち物　タオル・バスタオル・子ど
もの飲み物・お持ちの方は授乳用ケ
ープ
⑥講座「おけいこアロマ」
　森の香りでリフレッシュ。先着1２
人。
日時　8月２７日㈪午前10時30分～正
午
費用　1,500円
講師　西脇直子氏
⑦絵本deリトミック
　各クラス先着16人。
日時　8月２4日㈮、ひよこクラス（１
人でお座りできるころ～１歳半ご
ろ）＝午前10時～10時40分、うさぎ
クラス（１歳半ごろ～3歳）＝午前
11時～11時40分
費用　各クラス1,500円（清瀬市子育
て・キラリ・クーポン券利用可）
講師　小宮しのぶ氏
持ち物　子どもの飲み物、動きやす
い服装
⑧浜田均～真昼のジャズコンサート

～
　ヴァイブラフォンの演奏をご堪能
ください。先着50人。
日時　10月６日㈯午後１時30分～

（開場は午後１時）
費用　一般1,２00円・友の会1,000円
・小学生500円（全席自由、未就学
児無料、ワンドリンク付き）
出演　浜田均
⑨「夏休みらくご塾」そうだじゅげ

むやろう
対象　小学生以上。先着15人
日時　8月７日㈫・9日㈭・10日㈮
午後2時～3時10分（10日はホール
発表会）
費用　２,000円（全3回）
講師　雷門音助氏
⑩講座「親子で一緒につくろう夏の

コラージュ～プリザーブドを使
って～」

対象　小・中学生の親子。先着10組

日時　8月5日㈰午前9時30分～
費用　２,000円
講師　福井ひろ子氏
申込み・問合せ　④は直接会場へ。
それ以外は直接窓口または電話で清
瀬けやきホール☎04２・493・4011へ

①ひまわりマルシェ（市場）開催
　雑貨やユニークな手作り作品など
が多数出店予定です。バルーンアー
トも開催します。
日時　8月18日㈯・19日㈰午前10時
～午後４時
②発酵パワー学ぶ＆造る   第5回

「甘酒」
　甘酒について学びます。甘酒を使
ったレシピの紹介・試食を行います。
先着２0人。
日時　8月２5日㈯午前10時30分～午
後０時30分
費用　２,000円（材料費込み）
講師　高田妃出美氏（発酵ライフア
ドバイザー・パンシェルジュ）
持ち物　エプロン・三角巾・布巾2枚
③ふうりん絵付け体験
　カラフル工作！ ガラス風鈴に好き
な絵を描きましょう。各回先着10人。
日時　8月２5日㈯①午前9時30分～
10時30分②午前11時30分～午後０時
30分
費用　600円　
④ジョイビート
　アートワークをとおして、自分ら
しさを育むセラピーです。
対象　小学生。先着10人
日時　8月18日㈯・9月9日㈰午前
10時～正午
費用　各回3,２40円
持ち物　飲み物・タオル
申込み・問合せ　直接窓口または電
話でコミュニティプラザひまわり☎
04２・495・5100へ

す。
　開催地は「ひまわり通り」の
北にあります。通りのこの愛称
は、昭和 55（1980）年に市制
施行 10 周年を記念してつけら
れました。道沿いにある気象庁
気象衛星センターでは、気象衛
星「ひまわり」の運用や観測デー
タの処理が行われています。
　空の彼方で観測を続ける気象
衛星「ひまわり」に思いを馳せ、

「ひまわり通り」を通って 10
万本のひまわりに今年も会いに
行きませんか？（今号 1 面参照）

　「市史で候」十六の巻の本編には、
もっとたくさんのひまわりが…。

◆無料パソコン教室（Windows10）、
無料タブレット・スマホ基礎教
室（iPad使用）

対 象　 パソコン（Windows10）、タ
ブレット・スマホが初めてまたは初
級の方（シニア大歓迎）。各月先着
1２人
日時　パソコン＝毎週土曜日午前10
時～正午（全４回）、タブレット・
スマホ＝8月２9日㈬午前10時～午後
０時15分
申込み・問合せ　直接窓口または電
話で友遊（ＮＰＯ法人情報労連東京
福祉センター）☎04２・49７・8500へ

◆お盆限定プラネタリウム「全天88
星座　～光が語る天球の地図～」

市ホームページ…トップページ＞市政情報＞広報＞清瀬市ブログ
プリントアウト版…市内の各図書館でご覧いただけます

本編をご覧に
なるには

「市史で候」十六の巻
「きよせとひまわり」より

　昨年初夏に投
影した番組が、
好評につき5日
間限定で再登場
！   5000年もの
昔から、人々は
夜空に星座を描
き、現在88個の
星座が伝えられ
ています。東久
留米市出身のア
ーティストが、
武蔵野の自然や世界の子どもたちに
導かれ描いた新しい姿で88星座をす
べてご紹介します（星座絵制作＝大
小島真木）。小学2年生以下の観覧
には保護者の同伴が必要です。当日
開館時から観覧券を販売します。先
着２34人。
日時　8月11日㈯～15日㈬午後5時
45分～６時30分
費用　観覧付き入館券おとな1,000
円・４歳～高校生400円
※8月の休館日はありません。
問合せ　多摩六都科学館☎04２・469
・6100

　会員登録の未
納料金が発生し
ております。
　本日連絡なき
場合、法的手続
きに移行します。

SMS


